
一管区水路通報第５０号

平成２９年１２月２２日                                                   第一管区海上保安本部
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第８５０項　　北海道南岸      　函館港・・・・・・・・・・・・潜水訓練
第８５１項　　北海道南岸      　室蘭港・・・・・・・・・・・・岸壁の名称の現状について
第８５２項　　北海道南岸      　室蘭港・・・・・・・・・・・・岸壁改修工事
第８５３項　　北海道南岸      　苫小牧港・・・・・・・・・・・乗揚げ船撤去作業実施
第８５４項　　北海道東岸      　根室港・・・・・・・・・・・・係留施設交換工事
第８５５項　　北海道西岸      　稚内港・・・・・・・・・・・・岸壁改修工事等(期間延長)
第８５６項　　北海道西岸      　利尻島、鴛泊港・・・・・・・・防波堤改修工事
第８５７項　　北海道西岸      　天塩港・・・・・・・・・・・・掘下げ作業(作業時間変更)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　○　「海氷情報センター」開所について
　　　　　　平成２９年１２月２０日に「海氷情報センター」を開所しました。
　　　　　　海氷情報は下記の方法により入手できます。
　　　　　　　１．FAXによる提供
　　　　　　　　　　0134-32-9301 (ポーリングサービス)
　　　　　　　２．インターネットによる提供
　　　　　　　　　　第一管区海上保安本部海氷情報センターのホームページ
　　　　　　　　　　アドレス　http://www1.kaiho.milt.go.jp/KAN1/1center.html
　　　　　　　　　　

      ○　年末年始の一管区水路通報について
　　　 　　 本年の一管区水路通報は第５１号(平成２９年１２月２８日発行)で最終号となります。
　　　 　　 来年は平成３０年１月１２日に第１号を発行いたします。
　　　
　　　

　　　   　　　　　　※水路通報の内容については、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及びFAXで入手出来ます。
        　　　　　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾄﾞﾚｽ　http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/tuho/index.html
        　　　　　FAX番号　　　 0134-27-6190（ポーリングサービス）
 　　　　   　 一管区水路通報や水路図誌に関するお問い合わせは下記へどうぞ。
　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　　  　　　第一管区海上保安本部海洋情報部 監理課 情報係
　  　　　　　 〒047-8560　小樽市港町５番２号小樽地方合同庁舎(5階)
　　　　　　      　　　　 TEL (0134)27-0118(内線2515)　FAX (0134)32-9301
　　　　　　　　    　　　 問い合わせ  http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/mailform.html
　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



139° 140° 141° 142° 143° 144° 145° 146° 147° 148° 149°138°

41°

46°

45°

44°

43°

42°

水深関係

訓練・試験関係

港湾施設関係

江差

函館

室蘭瀬棚

小樽

苫小牧

浦河
広尾

釧路
根室

羅臼
網走

紋別

稚内

留萌

索 引 図

--------------------

--------------------

--------------------

８５３

８５０

８５１、８５２、８５４、８５５、８５６、８５７

事 項 別 索 引

856

854

857

851,852

853 

855

850



　２９年８５０項　　　　　　北海道南岸　－　函館港、第5区　　潜水訓練
　下記区域で、潜水訓練が実施される。　　　　　　　　　　　　　  ┌01201700846
　期　　間　　平成30年1月11日、16日、25日 0930～1230
　区　　域　　下記3地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
　　           (1)  41-48-44N  140-42-13E (岸線上)
      　　     (2)  41-48-49N  140-42-08E 
　　           (3)  41-48-51N  140-42-11E (岸線上)
　備　　考　　訓練中、国際信号旗「A」旗掲揚
　　　　　　　訓練区域は、赤旗付浮標及び灯付浮標で標示
　海　　図　　Ｗ６
　出　　所　　函館港長

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201700846
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２９年８５１項　　　　　　北海道南岸　－　室蘭港、第1区　　岸壁の名称の現状について
　一管区水路通報29年43号760項削除　　　　　　　　　　　　　　　 ┌01201700850
　岸壁の名称の現状は下記のとおりである。
　名　　称　　入江耐震岸壁（英語名称：Irie Aseismatic Quay）
　位　　置　　42-19.5N 140-58.6E
　海　　図　　Ｗ１６－ＪＰ１６
　出　　所　　第一管区海上保安本部海洋情報部

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  └01201700850
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２９年８５２項　　　　　　北海道南岸　－　室蘭港、第3区　　岸壁改修工事
　下記区域で、潜水士による岸壁改修工事が実施される。 　　　　　 ┌01201700826
　期　　間　　平成30年 1月10日～ 2月15日
　　　　　　  (予備日  2月16日～22日) 日出～日没
　区　　域 　 下記2地点を結ぶ線上付近
        　     (1)  42-21-54N  140-55-55E (岸線上)
        　　　 (2)  42-21-51N  140-56-04E (岸線上)
　備　　考　　海上に作業足場を設置
　　　　　　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚
　海　　図　　Ｗ１６－ＪＰ１６
　出　　所　　室蘭港長

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   └01201700826
----------------------------------------------------------------------------------------------
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　２９年８５３項　　　　　　北海道南岸　－　苫小牧港、第3区及び付近　　乗揚げ船撤去作業等
　一管区水路通報29年49号834項関連　　　　　　　　　　　　　　　　┌01201700852
　下記区域で、起重機船及び潜水士による乗揚げ船の撤去作業及び排水
　・防水作業が実施されている。
　期　　間　　平成29年12月19日～平成30年1月6日
　　　　　　  (予備日 平成30年1月7日～31日) 日出～日没　
　区　　域　　１　乗揚げ船撤去作業
　　　　　　　　　42-37-27N  141-35-33E 付近
　　　　　　　２　排水・防水作業
　　　　　　　　　42-36-54N  141-35-38E
　　　　　　　　　を中心とする半径500ｍの円内
　備　　考　　区域１で撤去した乗揚げ船を、区域２に係留し、排水・
　　　　　　　防水作業を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└01201700852
　　　　　　　区域２での作業終了後、港内の岸壁に乗揚げ船を係留する
　　　　　　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚　　　
　　　　　　　警戒船配備  　　　　　　　　　　　
　海　　図　　Ｗ１０３３Ａ－ＪＰ１０３３Ａ
　出　　所　　苫小牧港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２９年８５４項　　　　　　北海道東岸　－　根室港　　係留施設交換工事
　下記区域で、起重機船及び潜水士による係留施設交換工事が実施さ 　┌01201700847
　れる。
　期　　間　　平成30年1月9日～3月26日のうち5日間 0730～日没
　区　  域    下記(1)～(4)及び(5)、(6)を結ぶ線及び海岸線により
　　　　　　　囲まれる区域
　　　　　　　 (1)  43-20-29.8N  145-35-08.1E (岸線上)
　　　　　　　 (2)  43-20-28.5N  145-35-00.3E 
　　　　　　　 (3)  43-20-37.8N  145-34-51.6E 
　　　　　　 　(4)  43-20-41.4N  145-34-57.0E (岸線上)
　　　　　　　 (5)  43-20-35.6N  145-35-04.7E (突堤先端)
　　　　　　　 (6)  43-20-35.8N  145-35-06.5E (突堤先端)
　備　　考　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚 　　　　　　　　　　　　　　└01201700847
　海　　図　　Ｗ２４(根室港)
　出　　所　　根室港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２９年８５５項　　　　　　北海道西岸　－　稚内港　　岸壁改修工事等(期間延長)
　一管区水路通報29年38号688項削除　　　　　　　　　　　　　 　　 ┌01201700851
　下記区域で、起重機船及び潜水士による岸壁改修工事及び橋設置
　工事が実施されている。
　期　　間    平成29年4月6日～平成30年3月26日 日出～日没
　区　　域　　下記5地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
       　　    (1)  45-24-24N  141-41-27E (岸線上)
       　　    (2)  45-24-29N  141-41-27E 
       　　    (3)  45-24-29N  141-41-32E 
       　　    (4)  45-24-16N  141-41-32E 
       　　    (5)  45-24-16N  141-41-29E (岸線上)
　備　  考    作業区域は黄色旗付浮標[(2)及び(3)は黄色旗及び
　　　　　　　点滅灯付浮標]で標示                                　　　　└01201700851
　　　　　　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚
　海　  図　　Ｗ１０４１(分図「内港」)
　出　  所　　稚内港長
----------------------------------------------------------------------------------------------
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　２９年８５６項　　　　　　北海道西岸　－　利尻島、鴛泊港　　防波堤改修工事
　一管区水路通報29年49号843項関連 　　　　　　　　　　　　　　　 ┌01201700849
　下記区域で、起重機船及び潜水士による防波堤改修工事が実施され
　ている。
　期　　間　　平成29年12月11日～平成30年1月31日 日出～日没
　区　　域　　下記4地点を結ぶ線及び海岸線により囲まれる区域
               (1)  45-14-41.2N  141-14-14.5E 
               (2)  45-14-33.5N  141-14-18.0E 
               (3)  45-14-30.6N  141-14-04.9E 
               (4)  45-14-38.3N  141-14-01.4E
　備　　考　　作業区域は黄色旗及び灯付浮標で標示
　　　　　　　潜水作業中、国際信号旗「A」旗掲揚
　海　　図　　Ｗ２１(分図「鴛泊港」)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └01201700849
　出　　所　　稚内海上保安部 
----------------------------------------------------------------------------------------------
　２９年８５７項　　　　　　北海道西岸　－　天塩港　　掘下げ作業(作業時間変更)
　一管区水路通報29年40号720項削除　　　　　　　　　　　　　　　　┌01201700853
　下記区域で、スパッド式浚渫船による掘下げ作業が実施されている。
　期　　間　　平成29年10月11日～平成30年3月13日 0700～2100
　区　　域　　下記4地点を結ぶ線により囲まれる区域
　　　　　　　 (1)  44-52-17.6N  141-44-06.4E 
　　　　　　 　(2)  44-52-18.3N  141-44-09.8E 
　　　　　  　 (3)  44-51-56.0N  141-44-05.3E 
　　　　 　　　(4)  44-51-55.3N  141-44-01.9E 
　備　　考　　作業区域は赤旗付浮標4基で標示
　　　　　　　警戒船配備
　海　　図　　Ｗ４０Ａ(天塩港)
　出　　所　　稚内海上保安部                                             └01201700853
----------------------------------------------------------------------------------------------

５０号                                           -5-                                         ５０号


	３表紙
	索引3
	honbun5

